
60

63

60

64

64

61

62

61

64

61

61

64

61

63

62

61
岡本
63

64

61

61

64

64

63

75

64

76(1)

62

75

75

60

63

62

63

34 大﨑 浩 土山’s

32 加古 龍興 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸

33 塩田 泰士 在勤

29 佐藤 亮太 土山’ｓ

28 岡崎 智俊 イガマジ

31 高木 良智 COSANA　TA

30 北山 夏槻 TEAM MARS

24 魚谷 玄 在住

25 中西 智治 土山’ｓ

27 小西 絵斗 TEAM MARS

26 荒井 理成 土山’ｓ

21 籠谷 泰生 在住

20 林 優人 TEAM MARS

23 村主 拓 TEAM MARS

22 足立 直樹 土山’ｓ

16 岡本 拓馬 ノアTA垂水

17 福永 雄大 土山’ｓ

19 米田 魁斗 こけこっこ～

18 岡村 麻人 土山’ｓ

13 河合 佑亮 こけこっこ～

12 宇津原 宏太朗 ノア名谷

15 松野 正博 在住

14 山内 征樹 TEAM MARS

9 林  界 土山’ｓ

11 松崎 勝太 ぐらんＰa

10 石川 達也 アシックス

7 村主 崇明 TEAM MARS

6 鈴木 文哉 土山’ｓ

8 宇梶 祐介 ぐらんＰa

男子A級シングルス

5 難波 慶将 在住

4 杉山 晃平 ぐらんＰa

1 福永 太洋 土山’ｓ

3 寺田 悠斗 TEAM MARS

2 小林 唯人 アシックス



その1 神原

神原

その2 摺石 63

60 62

61 64

61 61

61 62

62 61

76(5) 62

61 62

W.O 60

61 62

W.O 76(5）

W.O 63

63 63

60 76(10)

.

60 W.O

64 64

W.O 61

61 64

63 60

61 63

62 64

61 62

75 76(2)

大谷 謙介 在住 6432 坂本 智也 こけこっこ～

BYE  6331 BYE  

古川 貴浩 デンソーテン 6230 白井 健太 天王山俱楽部

半谷 信勝 三菱電機神戸 6129 高山 怜大 TEAM MARS

二十軒 年彦 ノア名谷 6028 賀内 祐介 デンソーテン

伊東 佑真 TEAM MARS 5927 江口 翔吾 在住

BYE  5826 BYE  

高林 優輝 在住 5725 中山 喬裕 在住

梶山 嘉美 デンソーテン 5624 長谷川 太一 神大教職員

BYE  5523 BYE  

神原 隆世 こけこっこ～ 5422 青木 崇 在住

細川 得央 在住 5321 北山 裕教 (株)アシックス

斎藤 正佳 在住 5220 石山 賢一 在住

BYE  5119 BYE  

BYE  5018 BYE  

西林 宏樹 (株)アシックス 4917 小幡 淳 在勤

片岡  暁 (株)アシックス 4816 岡崎 裕毅 ノア名谷

BYE  4715 BYE  

奥田 圭一郎 在住 4614 古川 昌紀 神大教職員

山上 朋宏 神戸ローンテニス倶楽部 4513 戸川 一成 在住

薄井 誠 こけこっこ～ 4412 田中 裕翔 すま離宮TS

徳丸 達也 在住 4311 近藤 晋司 在勤

BYE  4210 BYE  

大井 慎一 デンソーテン 419 細川 周平 在勤

蔵本 高志 ノア名谷 408 宮永 拓斗 ロイヤルヒル'81TC

BYE  397 BYE  

水穂 葵 TEAM MARS 386 米増 充 在住

横本 拓也 在住 375 池頭 和孝 在住

工藤 高裕 ユニバー神戸テニス倶楽部 364 鎌田  一 ｻﾆｰｻｲﾄﾞｱｯﾌﾟＴＴ

佐藤 賢持 在住 353 CEDRIC SPIESS すま離宮TS

BYE  342 BYE  

64

神原

男子B級シングルス

郡  隆介 神戸ローンテニス倶楽部 331 山口 洋平 在住

その1



76(3) 62

75 60

13 RET 64

64 61

61 63

63 62

62 62

61 63

62 62

62

63 62

75 75

62 60

W.O

63 64

W.O 60

60 61

64 64

63 63

76(6) 61

64 76(4)

62 61

62 62

吉本 光希 こけこっこ～ 12896 三好 啓支 ぐらんＰa

BYE  12795 BYE  

在勤

会沢 栄志 在住 12593 山中 新一 在勤

野島 博明 在住 12694 嶋村 邦彦

佐伯 健太郎 在住 12492 中 浩二郎 在住

吉川 一人 在住 12391 耕田 一輝 在学

BYE  12290 BYE  

真鍋 朗宏 在住 12189 橘高 知宏 在勤

重松 智史 デンソーテン 12088 中野 柔漸 TASU-club

BYE  11987 BYE  

野村 宗弘 在勤 11886 津久井 隆幸 在住

菊地 芳幸 ユニバー神戸テニス倶楽部 11785 酒井 寿知 川重神戸硬式テニス部

堀井 崇宏 川重神戸硬式テニス部 11684 松田 均 在住

上田 敏 在住 11583 BYE  

BYE  11482 BYE  

吉岡 達哉 在住 11381 藤本 佳明 (株)アシックス

黄 清輝 神戸ローンテニス倶楽部 11280 木村 迅 在住

BYE  11179 BYE  

BYE  11078 戸田 瞬 在住

福田 誠 (株)アシックス 10977 松浦 誠 新明和工業

山口 純平 こけこっこ～ 10876 村上 絢亮 在住

天野 弘之 在住 10775 増田 俊郎 新明和工業

BYE  10674 BYE  

中野 貴木 TASU-club 10573 森下 貴博 在住

杉浦 慎一 デンソーテン 10472 塚本 哲也 在勤

BYE  10371 BYE  

摺石 敏翔 すま離宮TC 10270 平川 隆一 すま離宮TS

門田 智志 在住 10169 森主 達夫 COSANA

田畑 浩二 在住 10068 高原 大 在勤

野村 昌弘 在勤 9967 服部 克征 デンソーテン

BYE  9866 BYE  

宮前 和彦 在住 9765 高本 克彦 ユニバー神戸テニス倶楽部

64

摺石

その2男子B級シングルス



61

62

76(6)

63

63

60

60

61

野本

63

63

60

62

63

61

61

64

16 阪田 千尋 在勤

17 高木 麻菜 こけこっこ～

15 村上 璃優 Cozy T.A

11 須加 由紀 こけこっこ～

12 増元 未央 イガマジ

13 上住 和子 天王山倶楽部

14 BAJRAMOVIC HANA すま離宮TS

10 野本 蒼乃 神戸親和女子大学

8 小畠 麻衣子 在住

9 藤田 江利 川重神戸硬式テニス部

7 山中 麗香 在勤

6 橋本 真季 こけこっこ～

5 堂本 玲子 神戸親和女子大学

4 和田 薫子 在住

女子シングルス

3 菅野 なつ Cozy T.A

2 BAJRAMOVIC IMAN すま離宮TS

1 水杉 菜央 ぐらんPa



福永 太洋 土山’ｓ 石川 達也 アシックス

秦 隼輔 土山’ｓ 足立 直樹 土山’ｓ

  

  

岡田 全弘 在住 63 63 神平 繁男 在住

伊藤 好崇 在住 赤池 直樹 在住

西郡 信弥 こけこっこ～ 75 64 山内 征樹 TEAM MARS

岩崎 直人 こけこっこ～ 北山 夏槻 TEAM MARS

石原 幸忠 COSANA　TA 63 63 加古 龍興 ﾕﾆﾊﾞｰ神戸

宇津原 陸 COSANA　TA 難波 慶将 在住

竹野 雅之 在住 63 61 坂本 智也 こけこっこ～

松浦 正一 在住 米田 魁斗 こけこっこ～

 62 64  

  

中山 輔 TASU-club 小林 唯人 アシックス

松本 樹 TASU-club 中西 智治 土山’ｓ

林  界 土山’ｓ 62 76(2) 杉井 和弘 ノア名谷

鈴木 文哉 土山’ｓ 岡本 拓馬 ノアTA垂水

  

  

松野 正博 在住 75 62 大岩根 彰人 在住

白井 健太 在住 田中 健太 在住

宇津原 宏太朗 ノア名谷 63 76(4) 井伊 亮介 ノアTA垂水

道端 裕介 ノア名谷 長野 光希 TASU-club

小西 絵斗 TEAM MARS 63 63 宇梶 祐介 ぐらんＰa

村主 拓 TEAM MARS 松崎 勝太 ぐらんＰa

魚谷 玄 在住 62 60 寺田 悠斗 TEAM MARS

伊原 直輝 在住 林 優人 TEAM MARS

 63 63  

  

吉本 光希 こけこっこ～ 岡村 麻人 土山’ｓ

河合 佑亮 こけこっこ～ 福永 雄大 土山’ｓ

BYEBYE

男子Ａ級ダブルス

16 32

14 30

15 31

11 27

12 28

13 29

9 25

10 26

7 23

8 24

BYEBYE

BYEBYE

5 21

6 22

3 19

4 20

1 17

2 18BYE BYE
64

小林・中西



村上 絢亮 在住 山口 洋平 在住

田井中 伸介 在住 米増 充 在住

中山 英二 新明和工業 河津 和彦 天王山俱楽部

松浦 誠 新明和工業 64 76(5) 笠原 次郎 天王山俱楽部

木村  迅 在住 64 63 笠木 俊平 在住

会沢 栄志 在住 新井 慶 在住

高上 昌久 ユニバ―神戸テニス倶楽部 60 62 酒井 寿知 川重神戸硬式テニス部

後藤 秀樹 ユニバ―神戸テニス倶楽部 大澤 一司 川重神戸硬式テニス部

石山 賢一 在住 61 61 松崎 久也 Team Kazu

戸田 瞬 在住 Nikolai Erik Team Kazu

奥田 圭一郎 在住 62 63 中野 柔漸 TASU-club

橘高 知宏 在勤 摺石 敏翔 すま離宮TC

辻本 万里 ノア名谷 75 62 柳澤 雄貴 神戸大学教職員テニス部

村上 陽介 ノア名谷 堀田 和宏 神戸大学教職員テニス部

北山 裕教 (株)アシックス 76(5） 63 薄井 誠 こけこっこ～

斎田 浩之 在勤 神原 隆世 こけこっこ～

宮前 和彦 在住 61 76(5) 本田 順哉 在住

楊 東益 在住 61 63 戸川 一成 在住

古川 昌紀 神大教職員 高本 克彦 ユニバ―神戸テニス倶楽部

長谷川 太一 神大教職員 高田 信也 ユニバ―神戸テニス倶楽部

片岡  暁 (株)アシックス 76(12) 75 永井 智 神戸ローンテニス倶楽部

西林 宏樹 (株)アシックス 山上 朋宏 神戸ローンテニス倶楽部

山本 翔太 神戸大学教職員テニス部 61 奈迫 光男 (株)アシックス

谷川 瑞紀 神戸大学教職員テニス部 75 石田 康夫 (株)アシックス

大井 慎一 デンソーテン 60 76(5) 天野 弘之 在住

服部 克征 デンソーテン 細川 周平 在勤

細川 得央 在住 62 W.O 重松 智史 デンソーテン

大谷 謙介 在住 杉浦 慎一 デンソーテン

森下 貴博 在住 62 61 江口 翔吾 在住

藤本 健司 在住 古川 直登 在住

伊東 佑真 TEAM MARS 63 63 岡﨑 裕毅 ノア名谷

高山 怜大 TEAM MARS 二十軒 年彦 ノア名谷

野副 拓朗 川重神戸硬式テニス部 75 細谷 智 川重神戸硬式テニス部

堀井 崇宏 川重神戸硬式テニス部 76(3) 林 哲夫 川重神戸硬式テニス部

遠山 貴寛 在住 61 竹山 洋三 在勤

松永 祐樹 在勤 61 61 山中 新一 在勤

西田 充輝 三菱電機神戸 63 黄 清輝 神戸ローンテニス倶楽部

神崎 智継 三菱電機神戸 75 川上 喜弘 在住

郡  隆介 神戸ローンテニス倶楽部

下反 元貴 在勤

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19

20

13

14

15

16

17

18 38

39

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

26

27

男子B級ダブルス

21

22

23

24

25

黄・川上

62



高木 麻菜 こけこっこ～

橋本 真季 こけこっこ～

菅野 なつ Cozy T.A 63

村上 璃優 Cozy T.A

浅野 空碧 すま離宮TS 62

市川 結菜 すま離宮TS 野本・堂本

萩野 葉月 こけこっこ～ 75

佐藤 成美 こけこっこ～

鳥井  はるみ ユニバー神戸 62

丹田 良江 ユニバー神戸

岡本 歩美 すま離宮TS 63

山上 詩花 Cozy T.A

野本 蒼乃 神戸親和女子大学 63

堂本 玲子 神戸親和女子大学

女子ダブルス

7

8

3

4

5

1

2 BYE

6


